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2022年 11月 16日 

株式会社アルペン 

 

〜この冬、「アルペンが本気の冬」を展開する。〜 

Z 世代に向けたウインタースポーツの体験プログラムを開始 

さらに、"冬の女王”広瀬香美さんとのコラボも決定！ 

 

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、2022 年〜2023 年

のウインターシーズンに向けて、一人でも多くの方にウインタースポーツの楽しさを知っていただくため、まだウインター

スポーツを経験したことない、Z 世代に向けたウインタースポーツの体験プログラムを展開します。また、“冬の女王”広

瀬香美さんとのコラボも決定。今年の冬をアルペンが盛り上げる、「アルペン本気の冬」キャンペーンを始動いたしま

す。 

 

 

 

 

株式会社アルペンは、1972 年に 15 坪の小さなスキーショップとしてオープンし、1985 年にスポーツ専門店の売上高

ランキング 1 位となって以降、業界のトップランナーとして、ウインタースポーツ、ゴルフ、競技スポーツ、アウトドアと事

業展開を広げてきました。 

 そして、今年 50 周年を迎え「スポーツをもっと身近に」を会社のパーパスとして、スポーツの魅力を広め、スポーツ

が好きな人に寄り添い、スポーツの力で世界をもっとワクワクさせていくための活動を進めています。 

 そうした中、アルペンの原点であるウインタースポーツは、近年レジャーが多様化したことなどで競技人口が減少傾

向にあり、さらに新型コロナウイルス感染拡大で減少に拍車がかかっています。さらに、学生時代のウインタースポー

ツの経験の有無により、社会人になってからのリピート率は低く出る傾向にあるため、学生時代のウインタースポーツ

の経験は重要だと考えています。 

そこで、アルペンは 2022 年〜2023 年のウインターシーズンに向けて、Z 世代にウインタースポーツの楽しさを知って

いただきたいという思いのもと、都内大学生を対象とした「ウインターバスツアー」や、すでにウインタースポーツをされ

ている方へのサポートなど、様々なキャンペーンを展開いたします。 

 



 

 

■ウインタースポーツを通じて、大学生の思い出づくりをサポート「ウインターバスツアー」実施！  

 長引く新型コロナウイルスの影響で、現在の大学生の中には、

高校から卒業式も通常通り行われず、大学の入学式もなし、授

業もリモート中心など様々な学校行事も制限されるなど、本来思

い描いていた学生生活とは少し違う日々を過ごした学生も多いは

ずです。そうした中、アルペンは何かできることはないか考え、都

内の大学生を中心に、ウインタースポーツを通して仲間との思い

出を創出できる場の提案として「ウインターバスツアー」を実施い

たします。 

 

 実施にあたっては、バスツアー等を運営する「オリオンツアー」

に協力を頂き、ウインタースポーツ経験者だけでなく、未経験者も楽しめるプランをご用意。板やウエアが無くても、手

ぶらで参加でき、スクールも完備されているため、ウインタースポーツがはじめての方も気軽にご参加いただけます。 

今後は都心部エリアを中心に参加対象大学を拡大する予定です。さらに、来年以降は、全国へ拡大することも検討。ア

ルペンのパーパスである「スポーツをもっと身近に」を実現し、ウインタースポーツを通して、大学生の思い出づくりと、

スポーツをするきっかけになればと考えています。 

 

■スキー・スノーボード大好きリアルプレイヤーへの後押し！「スキー場へ行こう！キャンペーン」 

シーズン中に 1 度でも多くスキー場へ足を運ぶきっかけ作りとして、各スキー場から協力を得て、店舗イベントやウイ

ンターキャンペーンなどでリフト無料券やリフト割引券などを配布。また、初心者、中級者にも為になる、ワックス加工や

ブーツインソール加工技術アップするイベントなども各メーカー様と共に実施予定です。 

「スキー場へ行こう！キャンペーン」では、全国 38 の有名スキー場リフト券が 400 組 800 名様に当たります。 

 

＜協力スキー場＞ 

北海道エリア：スノークルーズオーンズ、ぴっぷスキー場 

東北エリア：山形蔵王温泉スキー場、天元台高原、オニコウベスキー場、会津高原たかつえスキー場、会津高原南郷 

スキー場、沼尻スキー場、スプリングバレー仙台泉スキー場 

関東エリア：たんばらスキーパーク、ノルン水上スキー場、群馬みなかみほうだいぎスキー場 

信越エリア：上越国際スキー場、岩原スキー場、軽井沢スノーパーク、白馬岩岳スノーフィールド、 

富士見パノラマリゾート、しらかば 2in1 スキー場、池の平温泉アルペンブリックスキー場、 

白樺高原国際スキー場、菅平高原スノーリゾート、志賀高原焼額山スキー場、木曽福島スキー場、 

タングラムスキーサーカス 

北陸エリア：スキージャム勝山、白山セイモアスキー場、白山一里野温泉スキー場 

東海エリア：ウイングヒルズ白鳥リゾート、高鷲スノーパーク、ダイナランド、ホワイトピアたかす、 

ひるがの高原スキー場、モンデウス飛騨位山スノーパーク 

関西エリア：びわこ箱館山、ハチ北スキー場、おじろスキー場、万場スキー場、氷ノ山国際スキー場 

 

＜協力メーカー＞ 

スキー：HEAD、ATOMIC、SALOMON 

スノーボード：HEAD、SALOMON、K2、RIDE、CAPITA、UNION、DEELUXE 

その他：OAKLEY、SWANS、UVEX、GALLIUM、SIDAS、SUPER feet 

 



 

 

■”冬の女王” 広瀬香美とのコラボ企画が実現！アルペン CM ソングのあの名曲も披露  

 

 

 

 

 

 

 

 

① Alpen Group presents コンサートチケット 200 名様ご招待 

『Alpen Group presents billboard classics Kohmi 30th「ロマンスの神様」Symphonic Concert』 

 

日時/会場： 2022/12/8(木) ＜東京＞    Bunkamura オーチャードホール 

2022/12/15(木)＜福岡＞  福岡サンパレス ホテル＆ホール 

2022/12/20(火)＜西宮＞  兵庫県立芸術文化センター KOBELCO 大ホール 

2023/1/12(木)＜名古屋＞ 愛知県芸術劇場 大ホール 

※全公演 OPEN 17:30 / START 18:30 

応募開始：2022/11/16（水）〜11/30（水）まで 

応募方法（条件）：スポーツデポ Twitter 公式アカウントをフォロー 頂いた方から 

各会場 50 名を抽選でご招待。 

特設ページ URL：https://store.alpen-group.jp/campaign/special/winter/#honki02 

 

② Alpen TOKYO でのインストアライブ開催！30 名様限定でご招待！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ロマンスの神様」「ゲレンデがとけるほど恋したい」など名曲＆11/23 リリースの新曲「プレミアムワールド」等を披露！ 

インストアライブ当日、社長の水野敦之も当日の広瀬さんとのメデイアセッションに参加予定。 

日時；2022/11/25（金）12:00～ 

会場：Alpen TOKYO １F 

応募開始：2022/11/16（水）〜11 月 20 日（日）まで 

応募方法（条件）： スポーツデポ Twitter 公式アカウントをフォロー＆該当ツイートをリツイート頂いた方から 

            30 名様を抽選でご招待。 

特設ページ URL：https://store.alpen-group.jp/campaign/special/winter/#honki02 

 

 

https://store.alpen-group.jp/campaign/special/winter/#honki02
https://store.alpen-group.jp/campaign/special/winter/#honki02


 

 

 

③ ロマンスの神様神社（恋愛成就）出現！＆VR 参拝 

・リアル参拝対象店舗：Alpen TOKYO  11/25(金)～ 

リアル店舗で参拝していただくと、Alpen TOKYO で 1 万円以上ご購入の方へ先着でもれなく「恋愛おみくじ」が引ける

他「アルペングループギフトカード」「JTB ギフト券」などが当たる！ 

・VR 参拝：全国スポーツデポ・アルペン 12/2(金)～ 

VR で参拝していただくと、WEB おみくじが引ける他、広瀬香美さんのおみくじコメントが見れる！さらに、トスポーツデ

ポ Twitter 公式アカウントのフォローと、引いたおみくじの結果をツイートすると、もれなく 500 円割引クーポンをプレゼ

ント。 

 

                  ＜ロマンスの神様神社イメージ写真＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

特設ページ URL：https://store.alpen-group.jp/campaign/special/winter/#honki01 

今後、様々なキャンペーン等が、随時スタートいたします。お楽しみください。 

 

■アルペン本気の冬 ウインタースポーツ用品もお値打ち価格で展開中 

スキー・スノーボードのお得なセールも開催中。 

スキー・スノーボードの板、ブーツ、ビンディング、ウェアを 2 点以上、税込合計 3 万円以上ご購入で 

10％OFF セールを開催中（12/4 まで） 

対象店舗：スポーツデポ、アルペン、アルペンアウトドアーズ、アルペンマウンテンズのウインター用品取り扱い店舗 
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ウインターページ URL： 

https://store.alpen-roup.jp/disp/CSfContentsPLP.jsp?baseCatTp=1&dispNo=011010011061&commonCat=1 

 

■広瀬香美さん情報 

   今年デビュー30 周年の広瀬香美さんが、11 月 30 日発売となる 30 周年記念アルバム「Kohmi30th」の 

オープニングを飾る新曲のタイトルを発表しました。そしてこの新曲が 11 月 23 日に先行配信されることが決定、

そのジャケットも公開されました。 

広瀬香美さんデビュー30 周年記念となる新曲は「プレミアムワールド」。楽曲のテーマはずばり「挑戦」。30 年と

いう時間の中で培ってきた経験も、技術も、感性も、すべてを大切にしながら、前へ前へとこれからも進み続ける。

そんな決意をもって制作の始まった楽曲です。曲名には今よりも良い世界、良い自分を目指していこうという想い

が込められました。昨今の潮流を意識したダンサブルで明るいトラックに加え、初めてラップにもトライした広瀬さ

んの新境地ともいえる楽曲です。 

 

・新曲「プレミアムワールド」 2022 年 11 月 23 日先行配信 

https://jvcmusic.lnk.to/Kohmi_Hirose 

・30 周年記念アルバム「Kohmi30th」 2022 年 11 月 30 日発売 

DL/Streaming https://jvcmusic.lnk.to/Kohmi_Hirose 

・通常盤 (SHM-CD) 11 曲収録 / VICL-70265 / ¥3,500(税込) 

https://www.jvcmusic.co.jp/kohmi30/ 

・初回限定盤(3SHM-CD+BOOK) SHM-CD 3 枚組 31 曲収録 /  

VIZL-2102 / ¥12,000(税込) 

ヒストリーブック(100 ページ超 | プロデューサー田村充義氏との 

対談の他、過去の写真を多数掲載)豪華大判ブックケース仕様 

三方背ケース 

https://www.jvcmusic.co.jp/kohmi30/ 

 

■株式会社アルペンについて 

創業    ： 1972 年 7 月 

資本金   ： 151 億円 

業績    ： 売上高 2,323 億円、経常利益 89 億円(2022 年 6 月期) 

事業内容  ： ・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売 

 ・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営 

ウェブサイト：https://store.alpen-group.jp/corporate/ 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】株式会社アルペン お客さま係：（052）559-0160 

https://store.alpen-roup.jp/disp/CSfContentsPLP.jsp?baseCatTp=1&dispNo=011010011061&commonCat=1
https://jvcmusic.lnk.to/Kohmi_Hirose
https://www.jvcmusic.co.jp/kohmi30/

